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○上尾市こども医療費支給条例施行規則 
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平成26年10月16日規則第41号 

平成28年３月31日規則第28号 

平成29年３月31日規則第34号 

上尾市こども医療費支給条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上尾市こども医療費支給条例（昭和48年上尾市条例第23号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第１条の２ この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（受給資格の認定の申請） 

第２条 条例第４条の規定によりこども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、こども医

療費受給資格認定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(１) 当該こどもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し 

(２) 当該こどもの住民票の写し 

(３) 前２号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類のうち、その内容及び状況を確認することができるものがある

ときは、その書類の提出を省略させることができる。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請者が

条例第２条第３号の保護者に該当しないと認めたときは、こども医療費受給資格認定申請却下通

知書（第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（受給資格証） 

第３条 条例第５条第１項の受給資格証（次項において「受給資格証」という。）の様式は、第３

号様式のとおりとする。 

２ 受給資格者は、受給資格証を損傷し、又は紛失したときはこども医療費受給資格証再交付申請

書（第４号様式）を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（届出の方法） 

第４条 条例第６条の規定による届出は、こども医療費受給資格内容等変更届（第５号様式）を市

長に提出することにより、これを行うものとする。 

（支給の手続） 
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第５条 条例第７条第１項の規定による支給の申請は、こども医療費支給申請書（償還払）（第６

号様式）を市長に提出することにより行うものとする。 

２ 条例第７条第２項に規定する支払の請求は、こども医療費請求書（現物給付）（第７号様式）

を市長に提出することにより、これを行うものとする。ただし、当該支払の額の審査及び当該支

払に関する事務を同条第４項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民

健康保険団体連合会に委託している場合は、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係

るこども医療費の支給を決定したときは、こども医療費支給決定通知書（第８号様式）により、

当該申請者にその支給額を通知するものとする。 

４ こども医療費は、口座振替の方法により保護者に支給するものとする。この場合において、当

該保護者の死亡等により保護者に支給することができないときは、市長が定める者に支給する。 

（預金口座） 

第６条 条例第７条第１項の規定に基づき、こども医療費の支給を申請しようとする者は、市長が

指定する金融機関にあらかじめ預金口座を設けた上で、その旨を市長に届け出なければならない。 

（返還の請求） 

第７条 条例第10条の規定に基づく返還の請求は、こども医療費返還請求書（第９号様式）により

行うものとする。 

（受給資格証の返還） 

第８条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による受給資格証の返還は、こども医療費受給資格証返還届（第10号様式）に当該

受給資格証を添えて市長に提出することにより、これを行うものとする。 

（受給資格喪失の通知） 

第９条 市長は、受給資格者が条例第２条第３号の保護者に該当しなくなったと認めたときは、こ

ども医療費受給資格喪失通知書（第11号様式）により、当該受給資格者であった者に通知する。

ただし、受給資格者が死亡した場合は、この限りでない。 

附 則 

この規則は、昭和48年７月１日から施行する。ただし、条例附則第２項の規定によってなされる

手続に関しては、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年規則第39号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和49年規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和49年規則第32号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和56年規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和59年規則第18号） 

この規則は、昭和60年１月１日から施行する。 

附 則（平成元年規則第20号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の上尾市乳児医療費支給条例施行規則の規定に基づいて交付した乳児医

療費受給資格証については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に作成されている乳児医療費交付申請書は、当分の間使用することが

できる。 

附 則（平成６年規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年規則第38号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年規則第43号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年規則第37号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の上尾市乳幼児医療費支給条例施行規則第４号様式の規定、第２条

の規定による改定後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第４号様式及び第４号様式
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の２の規定並びに第３条の規定による改正後の上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第

６号様式の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる食事療養に

係る標準負担額について適用し、施行日前に行われた食事療養に係る標準負担額については、な

お従前の例による。 

附 則（平成９年規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年規則第37号） 

この規則は、平成10年１月１日から施行する。 

附 則（平成10年規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２号様式の改正規定は、平成10年７月１日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（第２号様式を除く。）による用紙

については、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

附 則（平成12年規則第68号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の第４号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができる。 

附 則（平成13年規則第32号） 

この規則は、平成13年７月１日から施行する。 

附 則（平成13年規則第52号） 

この規則は、平成14年１月１日から施行する。 

附 則（平成15年規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年規則第37号） 

この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第49号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年規則第58号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年規則第34号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の上尾市こども医療費支給条例施行規則第５条及び第５号様式から第７号様式の規定は、

この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の診療に係る医療費の支給について適用し、

施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に配布されているこの規則による改正前の上尾市乳幼児医療費支給条例

施行規則（以下「旧規則」という。）第５号様式による乳幼児医療費支給申請書（償還払）及び

旧規則第５号様式の２による乳幼児医療費請求書（現物給付）は、この規則による改正後の上尾

市こども医療費支給条例施行規則によるものとみなす。 

４ 旧規則第５号様式による乳幼児医療費支給申請書（償還払）及び旧規則第５号様式の２による

乳幼児医療費請求書（現物給付）は、この規則の施行後においても当分の間、これを使用するこ

とができる。 

附 則（平成22年規則第１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（上尾市こども医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の上尾市こども医療費支給条例施行規則

（以下この項及び次項において「旧規則」という。）第１号様式によるこども医療費受給資格認

定申請書及び旧規則第４号様式によるこども医療費受給資格内容等変更届は、この規則による改

正後の上尾市こども医療費支給条例施行規則によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧規則第１号様式によるこども医療費受給資格認定申請書及び旧

規則第４号様式によるこども医療費受給資格内容等変更届の用紙については、この規則の施行後

においても当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成22年規則第21号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の上尾市こども医療費支給条例施行規則

（以下「旧規則」という。）第５号様式によるこども医療費（乳幼児）支給申請書（償還払）、

旧規則第６号様式によるこども医療費（乳幼児以外のこども）支給申請書（償還払）及び旧規則

第７号様式によるこども医療費請求書（現物給付）は、この規則による改正後の上尾市こども医

療費支給条例施行規則によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧規則第５号様式によるこども医療費（乳幼児）支給申請書（償

還払）、旧規則第６号様式によるこども医療費（乳幼児以外のこども）支給申請書（償還払）及

び旧規則第７号様式によるこども医療費請求書（現物給付）の用紙については、この規則の施行

後においても当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成22年規則第44号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（上尾市こども医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の上尾市こども医療費支給条例施行規則第５条第２項ただし書の規

定は、平成22年４月１日以後に対象となるこども（上尾市こども医療費支給条例（昭和48年上尾

市条例第23号）第２条第３号に規定する対象となるこどもをいう。以下この項において同じ。）

が市長の指定する医療機関等（同条第７号に規定する医療機関等をいう。以下この項において同

じ。）で受けた医療に係る当該医療機関等からの支払の請求（同条例第７条第２項に規定する支

払の請求をいう。以下この項において同じ。）について適用し、同日前に対象となるこどもが市

長の指定する医療機関等で受けた医療に係る当該医療機関等からの支払の請求については、なお

従前の例による。 

附 則（平成23年規則第21号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に使用されている改正前の上尾市こども医療費支給条例施行規則の様式

（次項において「旧様式」という。）による書類は、改正後の上尾市こども医療費支給条例施行

規則の様式によるものとみなす。 
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３ この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使

用することができる。 

附 則（平成23年規則第48号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に使用されている改正前の上尾市こども医療費支給条例施行規則の様式

（次項において「旧様式」という。）による書類は、改正後の上尾市こども医療費支給条例施行

規則の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使

用することができる。 

附 則（平成24年規則第24号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に使用されている改正前の第１号様式（次項において「旧様式」という。）

による書類は、改正後の第１号様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使

用することができる。 

附 則（平成26年規則第41号） 

この規則は、平成26年11月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第28号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第34号） 

この規則は、平成29年７月１日から施行する。ただし、第３号様式の改正規定は、公布の日から

施行する。 

第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 

 

第４号様式（第３条関係） 
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第５号様式（第４条関係） 



13/22 

 

第６号様式（第５条関係） 
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第７号様式（第５条関係） 
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第８号様式（第５条関係） 
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第９号様式（第７条関係） 
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第10号様式（第８条関係） 
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第11号様式（第９条関係） 
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